
令和２年第３回定例市議会提出議案の概要

議第１００号　令和２年度中津市一般会計補正予算（第５号）

１．予算規模 (単位：千円、％)

２．歳入の概要

地方交付税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

障害児通所給付費負担金、地方改善施設整備費補助金、大分県林道事業費及び林道災害復旧事業費等
補助金、企業立地基盤整備費補助金、農地及び農業用施設災害復旧費補助金　ほか

現計予算額（Ｂ）

28.7% 1.1%52,899,421 596,554

△ 289,009

資　料 　1

16. 209,154

11.

伸率(対現計Ｂ)

41,556,353

普通交付税（減）

伸率(対当初Ａ)当初予算額（Ａ）

17. 1,234 市有林売払収入

53,495,975

今回補正額 合計（補正後予算額）

18. 1,452 中学校指定寄附金、小学校指定寄附金、環境保全指定寄附金、災害対策費指定寄附金

19. △ 363,494
財政調整基金繰入金（減）、耶馬の森林活性化基金繰入金、国民健康保険事業特別会計繰入金、介護保
険事業特別会計繰入金

15. 55,220
障害児通所給付費負担金、河川堤防災害復旧費負担金、道路災害復旧費負担金、社会資本整備総合交
付金（減）、防災・安全交付金、道路メンテナンス補助金、国宝重要文化財等保存整備費補助金（減）　ほか

14. △ 410 市民プール使用料（減）

13. 3,300 農地及び農業用施設災害復旧費分担金
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繰越金

諸収入

市債

３．歳出の概要

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

103,673

132,901 社会福祉総務事業（社会福祉課）、三保文化センター事業、児童福祉総務事業、障害児援護事業　ほか

6. △ 5,165

4. 126
保健衛生総務事業（地域医療対策課）（減）、健康増進事業（減）、環境対策事業、ごみ処理一般管理事業
ほか

△ 32,272

2. 総務一般管理事業、基金管理事業、戸籍住民基本台帳事業

教育振興事業（減）、小学校管理事業、長者屋敷官衙遺跡整備事業（減）、体育施設事業（減）　ほか

△ 14,134 観光事業（減）、観光施設整備事業（減）、企業誘致事業　ほか

農業総務事業（下水道課）（減）、農地管理事業、林業振興事業、市有林管理事業

3.

58,908
後期高齢者医療療養給付費負担金精算返還金、障害者自立支援給付費国庫負担金（過年度分）、子ども
のための教育・保育給付交付金（過年度分）　ほか

8.

22. 322,143
道路橋りょう災害復旧事業債、農地及び農業用施設災害復旧事業債、林業用施設災害復旧事業債、臨時
財政対策債　ほか

20. 598,056 繰越金

21.

58,263
道路橋りょう総務事業、橋りょう・トンネル長寿命化修繕事業、社会資本整備事業、公園施設長寿命化対策
事業（減）、公園新設事業（減）、住宅建設改良事業（減）　ほか

11. 335,670
農地及び農業用施設災害復旧事業、林業用施設災害復旧事業、道路災害復旧事業、河川堤防災害復旧
事業　ほか

7.

17,492 非常備消防施設整備事業、防災事業　ほか9.

10.



４．事業概要一覧表

＜ソフト事業　主なもの＞ ※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称 (単位：千円)

5 ごみ処理一般管理事業 553

戸籍情報システムの全国ネットワーク
化を通じて、在外邦人のマイナンバー
カード利用を可能にするための改修

市民課7923
【戸籍住民基本台帳事業】
システム改修委託料

9,700

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名
国・県 地方債 その他 一般財源

1 総務一般管理事業 31,782 31,782
会計年度任用職員（産休・育休取得
職員の代替、障がい者雇用など）の増
員に伴う報酬等

総務課

2 基金管理事業 62,024 62,024
R1年度駐車場事業の収益や土地売り
払い収入等を原資として、公共施設等
整備基金へ積立て

行政経営改革室

4
【障害児援護事業】
障害児通所給付事業

86,566 65,563 21,003
施設定員の拡充や新型コロナの影響
による利用増に伴う給付費の増額

福祉支援課

8,908

553
廃棄物減量等推進審議会の開催回
数の増に伴う増額

環境政策課

6,697
河川清掃に係る処理単価の増や豪雨
による土砂・ごみの流入量の増に伴う
増額

排水対策課6 河川管理事業 6,697
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＜普通建設事業　主なもの＞ ※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称 （単位：千円）

＜災害復旧事業＞ （単位：千円）

建設政策課

4 河川堤防災害復旧事業 17,300 10,000 12,500 △ 5,200
河川堤防施設　災害復旧件数　12件
　復旧工事：杠葉川（耶馬溪）、毛谷村川（山国）　外
　土砂等撤去、護岸・石積崩壊による修繕　等

排水対策課

林道施設　災害復旧件数　98件
　復旧工事：岳滅鬼線（山国）　外
　土砂等撤去・路面洗堀等による修繕　等

林業水産課

3 道路災害復旧事業 18,500 10,000 36,500 △ 28,000

道路・橋りょう施設　災害復旧件数　73件
　復旧工事：倉迫洞ノ上3号支線（三光）、
　市平線（山国）外
　土砂等撤去・路面洗堀等による修繕　等

△ 4,750

農地及び農業用施設　災害復旧件数　146件
　復旧工事：水路、頭首工、農道
　農道法面・水路崩壊による修繕
　農地災害復旧工事補助金　等

耕地課

2 林業用施設災害復旧事業 195,120 106,600 82,900 5,620

1
農地及び農業用施設災害復旧事
業

104,750 62,000 44,200 3,300

事業内容 課名
国・県 地方債 その他 一般財源

一連
番号 事業名 補正額

一連
番号 事業名 補正額 事業内容 課名

国・県 地方債 その他 一般財源

1
【三保文化センター事業】
三保文化センター整備事業

17,800 8,445 7,000 2,355 合併処理浄化槽取替工事
人権・同和対策
課

2 林業振興事業 4,777 3,183 1,594
しいたけの増産を目指す生産者に対して、施設整備
にかかる費用の補助を行う

林業水産課

3 企業誘致事業 20,624 9,250 8,300 3,074
大新田北工業団地（4工区）の開発許可を受けるた
め、市道の整備を大分県の土地開発公社へ委託する

企業誘致・港湾
課

4
【防災事業】
防災設備管理事業

14,325 10,700 3,625
旧下毛地域に設置している屋外放送設備改修
（6箇所）

防災危機管理
課

　



議第１０１号　令和２年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
＜事業勘定＞

※決算剰余による繰越金、保険給付に要する経費、償還金、一般会計繰出金の計上

（歳入） 繰越金 572,465

（歳出） 一般被保険者療養給付補助金 456,912、償還金 105,218、一般会計繰出金 10,335

＜直診勘定＞

※決算剰余による繰越金の計上、新型コロナウイルス感染症予防対策に係る経費の計上

（歳入） 新型コロナウイルス感染症予防対策等支援金3,000、一般会計繰入金 △555、繰越金 555

（歳出） 感染予防のための医療機器等3,000

議第１０２号　令和２年度中津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

※決算剰余による繰越金の計上

（歳入） 一般会計繰入金△20,445、繰越金20,445

議第１０３号　令和２年度中津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
＜保険事業勘定＞

※決算剰余による繰越金の計上、前年度給付実績に係る精算返還金等及び一般会計繰出金の計上

（歳入) 介護給付費交付金（過年度分）4,653、低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）992、事務費繰入金△2,000、繰越金25,019

（歳出) 介護給付費準備基金積立金373、保険料還付金725、国・県支出金精算返還金20,009、支払基金償還金5,061、一般会計繰出金2,496

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

8,922,460 8,923,260 572,465 9,495,725

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

216,210 216,210 3,000 219,210

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

309,363 309,363 0 309,363

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

7,928,305 7,932,305 28,664 7,960,969

－5－　　　　　



－6－　　　　　

＜サービス事業勘定＞

※決算剰余による繰越金の計上

（歳入) やすらぎ荘財政調整基金繰入金△2,031、繰越金2,031

議第１０４号　令和２年度中津市小規模集合排水事業特別会計補正予算（第１号）

※決算剰余による繰越金の計上

（歳入） 一般会計繰入金△64、繰越金64

議第１０５号　令和２年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

※決算剰余による繰越金、普通徴収保険料滞納繰越分、一般会計繰入金の減額、保険料還付金、保険料負担金の計上

（歳入） 普通徴収保険料滞納繰越分 1,068、一般会計繰入金 △805、繰越金 4,267、保険料還付金 234

（歳出） 保険料等負担金 3,462、保険料等負担金（滞納繰越分） 1,068、保険料還付金 234

議第１０６号　令和２年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算（第１号）

※通信機器購入費用の計上

（歳入） ケーブルネットワーク基金繰入金　3,080

（歳出） 一般管理費（備品購入費）　3,080

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

160,629 160,629 0 160,629

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

1,598 1,598 0 1,598

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

1,001,711 1,001,711 4,764 1,006,475

(単位：千円)

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

338,458 338,458 3,080 341,538



議第１０７号　令和２年度中津市病院事業会計補正予算(第１号)　

※債務負担行為（1件：入院・外来医事業務委託）の設定

議第１０８号　令和２年度中津市診療所事業会計補正予算(第１号)　

※債務負担行為（1件：小児救急センター医事業務委託）の設定
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